
公告第７１号 

２０２１年度総代選挙の結果について 
 

  やましろ健康医療生活協同組合、総代選挙規約第１１条及び２０２１年度総代選出要綱 

３項６号の規定により、２０２１年度総代当選の氏名を公告します。 

 

【総代選挙当選者】 

 

選挙区   氏名                  選挙区   氏名                   選挙区   氏名 

宇治① 阿南 房子 

宇治① 伊賀 敬子 

宇治① 植田 友子 

宇治① 大河 直幸 

宇治① 小野寺 信子 

宇治① 神谷 陽子 

宇治① 川口 貞子 

宇治① 木下 節子 

宇治① 木村 房子 

宇治① 久保 多加子 

宇治① 楠本 則子 

宇治① 嶋田 恵美 

宇治① 滝林 康子 

宇治① 竹中 佳子 

宇治① 田中 聖子 

宇治① 武尾 正信 

宇治① 鶴岡 浩 

宇治① 辻 厚子 

宇治① 西埜 和代 

宇治① 萩原 寿樹 

宇治① 福塚 千鶴子 

宇治① 堀岡 美和子 

宇治① 的場 和夫 

宇治① 宮本 典子 

宇治① 向野 みつ子 

宇治① 森 茂 

宇治① 森 将美 

宇治① 森山 正博 

宇治① 山田 信人 

宇治① 山口 陽二 

宇治① 和田 宏則 

宇治② 阿川 文子 

宇治② 有田 紀子 

宇治② 飯野 祈祉子 

宇治② 梅田 昌枝 

宇治② 荻野 幸夫 

宇治② 奥田 君子 

宇治② 笠原 敏子 

宇治② 陰山 幸 

宇治② 川島 桐江 

宇治② 川邊 眞佐子 

宇治② 木下 典子 

宇治② 小林 純子 

宇治② 坂口 智子 

宇治② 尊田 みや子 

宇治② 谷口 義一 

宇治② 道明 佐喜子 

宇治② 内藤 三千子 

宇治② 中原 忠雄 

宇治② 西村 博美 

宇治② 西山 栄治 

宇治② 狭間 良子 

宇治② 樋口 晶久 

宇治② 平田 とみ 

宇治② 松井 瑠璃子 

宇治② 水谷 邦恵 

宇治② 村田 幸子 

宇治② 山本 いつみ 

宇治② 横道 しげ子 

宇治③ 池田 三砂子 

宇治③ 工藤 美恵子 

宇治③ 桑原 志保子 

宇治③ 四宮 守 

宇治③ 谷口 誠一 

宇治③ 玉井 百代 

宇治③ 谷上 晴彦 

宇治③ 西邨 正則 

宇治③ 山崎 匡 

宇治③ 吉川 恵美子 

宇治③ 渡辺 澄子 

城陽① 大畑 輝子 

城陽① 加藤 節子 

城陽① 北村 勝 

城陽① 佐藤 典美 

城陽① 島元 真理子 

城陽① 関根 治男 

城陽① 堀江 幸男 

城陽① 牧野 節子 

城陽① 松永 忠夫 

城陽① 光久 道太郎 

城陽① 山村 紀美子 

城陽② 飯田 孝一 

城陽② 伊藤 邦子 

城陽② 大西 静子 

城陽② 岡本 やすよ 

城陽② 開沼 恭子 

城陽② 河端 允子 

城陽② 金加 和加子 

城陽② 中辻 政美 

城陽② 西 良倫 

城陽② 濱田 あつ子 

城陽② 藤本 正美 

城陽② 三品 旭 

城陽② 三宅 勉 

城陽③ 糸井 久美子 

城陽③ 小林 静子 

城陽③ 谷口 公洋 

城陽③ 藤元 清 

城陽③ 山本 重裕 

久御山 北村 信二 

久御山 坂牧 修 

久御山 藤本 三枝子 

府南部 尾野 芳夫 

府南部 谷田 操 

府南部 中野 やすこ 

府南部 畑  康夫 

府南部 福井 忠 

府南部 宮嶋 良造 

府南部 安井 望 

府南部 横山 栄二 

京都市 石川 和司 

京都市 稲田 康志 

京都市 上坂 光彦 

京都市 佐藤 良太 

京都市 辻井 是香 

京都市 中西 春夫 

京都市 堀川 武廣 

京都市 村主 新 

京都市 溝江 清美 

京都市 吉田 眞佐子 

 

          ２０２１年５月１２日 

                                                      やましろ健康医療生活協同組合 

                                                      ２０２１年度総代選挙管理委員会 

                                                        委員長 柴田 いずみ 


